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朝日町過疎地域自立促進計画の概要

住み続けたいまちづくり
人口減少の流れに歯止めをかけるため、子育て
支援の充実、雇用機会の確保、居住環境の整備や
財政的支援など、若者の定住促進を図ります。また、
豊かな自然や観光資源、広域からの集客が可能な
イベントを最大限活用し、多くの人々が滞在・体験・
交流する機会を創出することにより交流人口の増加
を図り 定住・移住支援に努めます
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○企業の誘致活動

○商業の活性化

○観光の充実

○農業の振興

○生活交通の確保

○交流人口の拡大

産業の振興

道路・交通対策、情報ネットワーク
強化及び交流事業の推進

○災害情報等の収集・発信体制強化
○定住・移住の促進

○防災体制の強化

暮らしの環境充実
○消防機能の充実・強化

やさしさがあふれるまちづくり
高齢者に対するきめ細かな施策の推進、医療を安心し
て受けられる環境の整備、安心して子どもを産み育てら
れる支援体制の構築など、町民の誰もが生涯にわたって
心身ともに健やかで暮らすことができるまちづくりに努め
ます。

高齢者等の保健・福祉の向上
及び増進

○高齢者の日常生活支援
○安心して子育てができる支援体制の構築
○医師・看護師の確保

医療の確保
○あさひ総合病院の機能充実
○図書館の整備
教育の振興
○小中学校の教育環境の充実

活力あるまちづくり
町民一人ひとりが「自らの手で自分たちの地域を
守り、知恵を出し合い、地域で決めて実行する」こと
を基本とした住民と行政との協働によるまちづくりに
努めます。

○伝統的産業、郷土芸能への支援
地域文化の振興

○自治振興会への支援
自治振興会の活躍・発展

（ ※ 黒字はハード事業、青字はソフト事業 ）

産業の振興

（ ※ 黒字はハード事業、青字はソフト事業 ）

道路・交通対策、情報ネットワーク強化及び交流事業の推進

1

基幹農道整備事業

広域農道網の整備
農道改良・舗装の促進

2

県営土地改良事業

農業用排水路の整備
ほ場整備の促進
大区画ほ場の検討

3

農業農村整備事業

農道の拡幅・舗装
用排水路の改修

4

バイオマス利活用推進事業

堆肥化施設の整備

5

林道整備事業

林道の改良・舗装

6

山のみち地域づくり交付金事業

山のみち地域づくり交付金事業の宮崎・蛭谷線の事業促進

7

農山漁村地域整備交付金事業

宮崎漁港及び関連施設の整備
宮崎漁港及び関連施設の延命化対策

8

企業立地奨励事業

工業用地の確保・整備

9

商店街等整備事業

中心市街地の再生（空き地・空き店舗対策）
街路灯の整備

10 ヒスイ海岸周辺整備事業

パークゴルフ場、オートキャンプ場等の機能充実

11 自然公園等整備事業

県立自然公園等施設整備の推進

12 観光施設等整備事業

既存観光施設の充実
観光施設の有機的な連携の推進

13 公園施設等整備事業

憩いのある公園整備の推進

14 経営体育成支援事業

転作実施に対する支援の推進

15 地域振興作物栽培事業

特産品（ハトムギ等）の研究・開発の推進

16 耕作放棄地対策事業

遊休農地の解消及び発生防止対策の推進

17 地産地消推進事業

地場産食材の販売促進
学校給食への活用促進

18 企業立地奨励事業

企業の新規立地・増設に対する各種補助

19 商業活性化事業

簡易店舗・移動販売の設置

20 観光活性化事業

観光等イベントへの支援

21 町道整備事業

幹線町道の改良・舗装事業の推進
快適環境等を考慮した道路整備
道路施設の延命化対策

22 交通安全施設整備事業

歩道など交通安全施設整備の促進

23 県道整備事業

改良・舗装事業の促進

24 除雪対策事業

除排雪作業体制の充実
消雪施設の設置・更新
消雪溝の設置

25 情報交流施設整備事業

情報交流スペースの確保

26 情報通信施設等整備事業

情報通信機能の強化
情報通信難聴地域の解消
移動通信用基地局等の整備

27 公共バス等整備事業

利便性の高い公共バス等の整備

28 除雪機械等整備事業

除雪機械等の整備

29 滞在型交流拠点施設整備事業

空き家などを改修・活用した宿泊施設の整備

30 公共交通支援事業

既存路線の検証・見直し

31 交流事業

地域資源を活かした交流事業の推進

32 並行在来線対策事業

在来線の存続と機能強化

暮らしの環境充実
33 簡易水道事業

老朽施設の改善・整備

34 下水道事業

下水道事業の推進

35 消防団拠点施設整備事業

消防団拠点施設の整備

36 消防自動車等整備事業

消防車両の計画的な更新
消防資機材の充実

37 消防水利施設整備事業

防火水槽等の整備促進

38 町営住宅補修事業

町営住宅の環境充実

39 定住サポート事業

定住サポート事業の啓発・促進

40 空き家対策事業

空き家情報の提供と支援体制の構築

（ ※ 黒字はハード事業、青字はソフト事業 ）

（ ※ 黒字はハード事業、青字はソフト事業 ）

41 資源物回収施設整備事業

資源物の拠点回収の整備

42 新エネルギー導入促進事業

太陽光・小水力発電など自然エネルギーの利用促進

43 高規格救急車整備事業

高規格救急車の計画的な更新

62 中学校改築事業

朝日中学校校舎の改築

44 救助資機材整備事業

救急資機材の充実

63 スクールバス整備事業

スクル―バスの計画的な更新

45 防災対策事業

防災資機材等の整備

64 小・中学校教育環境整備事業

教育用コンピュータ等の整備

46 治山事業

治山事業の推進

65 教育センター整備事業

教育センターの整備

66 体育施設等整備事業

朝日町文化体育センターの機能充実

高齢者等の保健・福祉の向上及び増進

61 専門技能向上支援事業

医師・看護師の充実・定着

教育の振興

47 福祉施設等整備事業

福祉活動の拠点づくりの推進
介護施設等の建設に対する支援

67 図書館整備事業

図書館の整備

48 保育所環境整備事業

保育所環境の整備

68 生涯学習施設等整備事業

生涯学習館の機能充実

49 児童の居場所づくり事業

児童の居場所づくりの推進

69 学校等連携推進事業

保育所・小・中・高等学校との連携を通じた学習機会の拡充

50 要援護高齢者対策事業

高齢者福祉の充実

70 地域教育活動事業

地域講師による学習

51 敬老・生きがい対策事業

高齢者の生きがい対策の充実

71 生涯学習支援事業

生涯学習団体の育成と連携

52 障害者福祉推進事業

障害者（児）福祉の充実

72 スポーツ振興事業

スポーツ指導者と組織の育成
スポーツクラブ・サークル活動への支援

53 健康づくり事業

健康づくりの推進
感染症予防の推進

54 子育て支援事業

児童の居場所づくりの推進
医療費助成制度の推進
出生奨励事業の充実
丈夫な子どもを産み育てる対策
地域ぐるみで子育てを支援するシステムの構築

55 子育て環境整備事業

病児、病後児保育施設の整備
親子ふれあい環境の整備

地域文化の振興
73 地域伝統文化活性化事業

郷土芸能の継承と用具等の修復

74 伝統的産業支援事業

伝統工芸の継承及び支援

自治振興会の活躍・発展
75 自治振興会支援事業

医療の確保

76 安全安心なまちづくり事業
56 病院施設整備事業

建物及び付帯設備の機能充実

57 就業環境整備事業

院内保育施設の整備

58

医療機器等整備事業

自治振興会の運営補助
自治振興会の活動支援・育成
防災・防犯体制の強化

77 有害鳥獣対策事業

有害鳥獣対策の充実

78 自治公民館等整備事業

自治公民館等整備への支援

79 地域振興施設整備事業

地域振興施設の機能充実

80 有害鳥獣対策事業

電気柵の整備

医療機器等の計画的な導入

59 医師公舎整備事業

医師公舎の整備

60 医師・看護修学資金貸与事業

医師・看護師の充実・定着

